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抄録：歯根嚢胞は画像診断において様々な画像所見
を示し，他の疾患との鑑別が困難な症例も少なくな
い。本稿では良性歯原性腫瘍が疑われた上顎に生じ
た歯根嚢胞の３症例を提示し，他の疾患との鑑別に
ついて画像診断学的考察を行った。
症例１および症例２は歯根嚢胞または良性歯原性

腫瘍が疑われ，症例３は良性歯原性腫瘍が強く疑わ
れた。
提示した３症例から歯根嚢胞と良性歯原性腫瘍の

鑑別が困難になる理由として上顎に生じた腫瘤性病
変は容易に拡大する，複数歯の歯根を病変内部に含
む，および病変による歯根吸収が認められる場合が
あるといったことが考えられた。しかし，歯根周囲
の病変辺縁形態に注目することは鑑別の一助となる
かもしれない。また，MRI やコーンビームCTと
いった他のモダリティーでの画像診断は有用かもし
れない。
上顎に生じた非典型的な画像所見を示す歯根嚢胞

は良性歯原性腫瘍との鑑別が困難となる場合がある。

緒 言

歯根嚢胞は慢性根尖性歯周炎に後発する炎症性嚢
胞で，臨床において最も多く遭遇する嚢胞であ

る１）。Ｘ線画像所見において失活歯の根尖を含む歯
根膜腔と連続する，境界明瞭，単房性の透過像とし
て特徴付けられる２，）３，）４）（図１ａおよびｂ）。しか
し，臨床では様々な画像所見を示し，他の疾患との
鑑別が困難な症例も少なくない。そこで，本稿では
画像診断において良性歯原性腫瘍が疑われた上顎に
生じた歯根嚢胞の３症例を提示し，他の疾患との鑑
別について画像診断学的考察を行う。

症 例

症例１：５２歳の男性。上顎前歯部口蓋側の腫脹を主
訴に来院した。２ヶ月前に�２～�２口蓋側部歯肉の腫
脹および疼痛を自覚し，近歯科医を受診した。切
開・排膿処置により疼痛は消退するも，Ｘ線画像上
での同部透過像を指摘された。精査を勧められるも
放置した。その後周囲の人からの勧めもあり，近歯
科医からの紹介により２００９年８月，東京歯科大学千
葉病院口腔外科に来院となった。現症として，�２～
�２口蓋側部歯肉の腫脹および排膿が認められたが，
自発痛，圧痛は認められなかった。また，�２は失活
歯，�１～�２は生活歯であった。
パノラマＸ線画像および口内法Ｘ線画像では，�３

～�１根尖部に境界明瞭，辺縁ほぼ整な透過像が認め
られた（図２－a）。また，�２根尖部歯根膜腔と透過
像との連続が疑われた（図２－b）。CT画像では同
病変は内部均一で筋より低吸収像を示し，�２および
�１歯根を含んでいた（図２－cおよび d）。さらに，
�１根尖部との近接，病変による唇口蓋側皮質骨の膨
隆，菲薄化，一部断裂が疑われ，鼻腔底の挙上も軽
度に認められた。上記所見より，画像診断として角
化嚢胞性歯原性腫瘍もしくは歯根嚢胞が疑われた。

臨床報告

良性歯原性腫瘍を疑った上顎に生じた歯根嚢胞の３症例

坂本潤一郎１） 和光 衛１） 音成（山本）実佳１）

神尾 崇１） 山本あや１） 児玉紗耶香１）

佐野 司１） 池田千早２） 片倉 朗３） 柴原孝彦２）

キーワード：歯根嚢胞，歯原性腫瘍，良性腫瘍，鑑別診
断，単純X線撮影，CT

１）東京歯科大学歯科放射線学講座
２）東京歯科大学口腔外科学講座
３）東京歯科大学口腔健康臨床科学講座口腔外科学分野
（２０１０年２月１０日受付）
（２０１０年３月２９日受理）
別刷請求先：〒２６１‐８５０２ 千葉市美浜区真砂１－２－２

東京歯科大学歯科放射線学講座 坂本潤一郎

３３９

― ５３ ―



症例２：２７歳の男性。左側上顎前歯部の腫脹を主訴
に来院した。同部には圧痛を伴う歯肉の腫脹が認め
られた。４年前に�１～�３部歯肉の腫脹を自覚し，�１
～�３根管治療により症状が消退したが，半年前に再
び発症した。再度の根管治療により症状が消退した
が，数日前より症状が再発したため，近歯科医より
精査・加療を勧められ，２００９年６月，東京歯科大学
千葉病院口腔外科に来院となった。現症として�１～
�３部歯肉の腫脹があったが，自発痛は認められな
かった。また，�１～�３は失活歯であった。
パノラマＸ線画像および口内法Ｘ線画像では，�１

～�４根尖部に境界明瞭，辺縁不整な透過像が認めら
れた（図３－a）。また，�１および�４根尖部の歯根吸
収が疑われた（図３－b）。CT画像では，同病変は
内部やや不均一で筋より低吸収像を示し，�１～�４歯
根を含んでいた（図３－c，dおよび e）。病変によ
る唇口蓋側皮質骨の膨隆，菲薄化，一部断裂が疑わ
れ，鼻腔底の挙上も認められた（図３－d）。また，
左側上顎洞底の断裂が疑われた。上記所見より，画
像診断として角化嚢胞性歯原性腫瘍または歯根嚢胞
が疑われた。
症例３：４８歳の女性。左側上顎前歯部から小臼歯部
の腫脹の精査のため紹介来院した。２００８年３月より
左側上顎前歯部から小臼歯部の腫脹および疼痛を自
覚した。同部は以前より腫脹・消退を繰返してい

た。近歯科医を受診し，精査・加療のため，同月，
東京歯科大学千葉病院口腔外科に来院となった。現
症として，左口蓋部の腫脹が認められたが，自発痛
は認められなかった。また，�１および�２は失活歯，
�３～�５は生活歯であった。
パノラマＸ線画像および口内法Ｘ線画像では�１～

�５根尖部に境界明瞭，辺縁やや不整な透過像が認め
られた（図４－aおよび b）。CT画像では同病変は
内部均一な低吸収像を示し，｜＿１＿２＿４＿５歯根および切
歯管を含み，�３は病変に接していると考えられた
（図４－c，dおよび e）。病変による唇口蓋側皮質
骨の膨隆，菲薄化，また病変の口蓋側辺縁では一部
断裂を伴う分葉状様所見が認められた。さらに，病
変による左側上顎洞底の挙上，病変の口蓋側へ進展
が示唆された（図４－d）。上記所見より，角化嚢胞
性歯原性腫瘍またはエナメル上皮腫が疑われた。

考 察

今回提示した３症例の画像診断において，症例１
および症例２については良性歯原性腫瘍である角化
嚢胞性歯原性腫瘍が疑われたが，鑑別疾患として歯
根嚢胞も否定できなかった。一方，症例３では良性
歯原性腫瘍が強く疑われた。臨床の現場において
も，画像診断においては良性歯原性腫瘍が強く疑わ
れたものの病理組織学的診断において歯根嚢胞の最

図１ ６０歳の男性。�６根尖部の歯根嚢胞

⒜ パノラマＸ線画像（拡大像）：�６根尖部に境界明瞭な単
房性のＸ線透過像が認められる（矢頭）。Ｘ線透過像は骨
硬化縁により囲まれ，左側上顎洞底を挙上していると考
えられる。

⒝ 歯列直交断面CT画像：�６根尖
部に頬側根と連続する境界明瞭な
病変が認められ，病変により左側
上顎洞底は挙上されている。
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終診断が下される場合も少なくない。
今回提示した３症例において，歯根嚢胞と良性歯

原性腫瘍の鑑別が困難になる原因として以下の理由
が考えられる。第一に，今回提示した症例がいずれ
も上顎骨に生じた病変であったことが挙げられる。
下顎骨に生じる嚢胞は腫瘍と比較して，下顎骨の有

する厚い皮質骨のために頬舌的な骨膨隆を伴いにく
く，近遠心的に拡大しやすいという特徴がある２）４）５）。
一方，上顎骨は皮質骨が薄く，周囲が口腔，上顎
洞，鼻腔といった空洞に囲まれる特有の解剖学的形
態を呈している。そのため，上顎骨に生じる良性腫
瘤性病変は腫瘍および嚢胞に関わらず，病変が容易

⒜ パノラマＸ線画像：�３～�１根尖部根尖部に境界明瞭，辺縁ほぼ整なＸ線透過像
が認められる（矢頭）。

⒝ 口内法Ｘ線画像：�２根尖部歯根
膜腔とＸ線透過像との連続が疑わ
れる（矢頭）。

⒞ 軸位断面CT画像：病変により唇口蓋側皮質骨は膨
隆，菲薄化し，一部断裂が疑われる（矢頭）。

⒟ 歯列直交断面CT画像：病変は�２および�１歯根
を含み，�１根尖部と近接している。

図２ ５２歳の男性。�３～�１根尖部根尖部の歯根嚢胞
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⒜ パノラマＸ線画像：�１～�４根尖部に境界明瞭，辺縁不整なＸ線透過像が認めら
れる（矢頭）。

⒝ 口内法Ｘ線画像：�１および�４根尖部の歯根吸収が疑われる（矢頭）。

⒞ 軸位断面CT画像：病変により唇口蓋側皮質骨は膨
隆，菲薄化し，一部断裂が疑われる（矢頭）。
図３－１ ２７歳の男性。�１～�４根尖部の歯根嚢胞
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に拡大し，結果として歯根嚢胞と角化嚢胞性歯原性
腫瘍などの良性歯原性腫瘍との鑑別が困難になる。
これは，Yoshiura ら５）による，上顎骨に生じる嚢胞
はその病理組織によらず類円形を示し，周囲組織へ
と拡大するという見解に一致する。第二に，今回提
示した症例がいずれの病変も病変内部に複数歯の歯
根を含んでいたことが挙げられる。これは，病変内
部に含まれる各歯のバイタルサインについての臨床
情報があったとしても病変と歯根との関係を複雑化
させ，歯根嚢胞を疑う際の原因歯の特定を困難にす
る。その結果，角化嚢胞性歯原性腫瘍などの良性歯
原性腫瘍の可能性を否定できなくなる。最後の理由

として，症例２において認められたような歯根の吸
収所見が挙げられる。歯根吸収所見は，一般的にエ
ナメル上皮腫で認められることの多いナイフカット
状吸収が知られているが，角化嚢胞性歯原性腫瘍や
歯根嚢胞においても軽度の吸収を認める場合があ
る２）４）。このことから歯根嚢胞と良性歯原性腫瘍との
鑑別が困難となった。
歯根嚢胞の画像所見は，失活歯の根尖に限局した

境界明瞭，単房性の透過性病変として特徴付けられ
る。しかし，病変が広範囲に及ぶことで形態が複雑
化し，いわゆる典型的所見が損なわれている場合に
は画像診断として“歯根嚢胞を強く疑う”もしくは

⒟ 擬似パノラマCT画像：病変による左側上顎洞底の挙上（矢頭）および
鼻腔底の挙上（矢印）が認められる。

⒠ 歯列直交断面CT画像：病変は�１～�４歯根を含む。
図３－２ ２７歳の男性。�１～�４根尖部の歯根嚢胞
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“歯根嚢胞を鑑別疾患の一つに挙げる”ことの判断が
困難になると考えられた。
しかし，歯根と病変との関係，すなわち歯根周囲

における病変の辺縁形態に注目することは“歯根嚢
胞を強く疑う”もしくは“歯根嚢胞を鑑別疾患の一つ
に挙げる”ための一助となるかもしれない（図５）。
また，MRI による病変の内容物を反映した信号強
度の違い４）６）やコーンビームCTによるより高精細な
病変の３次元的観察７）８）といった単純Ｘ線画像，CT

以外のモダリティーも歯根嚢胞の鑑別に有用かもし
れない。

結 語

上顎に生じた歯根嚢胞は，病変の容易な拡大，病
変内部への複数歯の歯根露出，および病変による歯
根吸収といった非典型的な画像所見を示すことから
角化嚢胞性歯原性腫瘍やエナメル上皮腫などの良性
歯原性腫瘍との鑑別が困難になる場合があると考え

⒜ パノラマＸ線画像：�１～�５根尖部に境界明瞭，辺縁やや不整なＸ線透過像が認
められる（矢頭）。

⒝ 口内法Ｘ線画像：Ｘ線透過像の口
蓋側への膨隆が疑われる。

⒟ 冠状断面CT画像：病変により左側上顎洞底は挙上さ
れ（矢頭），病変は口蓋側へ進展している（矢印）。

⒞ 軸位断面CT画像：病変により唇口蓋側皮質骨は膨
隆，菲薄化し，病変の口蓋側辺縁は分葉状様を示し（矢
頭），一部断裂が疑われる。また，病変は切歯管を含む
（矢印）。

図４－１ ４８歳の女性。�１～�５根尖部の歯根嚢胞
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られた。

本論文の要旨は，第２８８回東京歯科大学学会総会（２００９年１０
月１７日，千葉）において発表し，座長より推薦された論文で
ある。
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Three cases of maxillary radicular cyst suspected
to be benign odontogenic tumor
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Radicular cysts show various findings on radiographic and CT images． Therefore，it is sometimes
difficult to differentiate a radicular cyst from other lesions． In this study，we present three cases of
maxillary radicular cyst suspected to be benign odontogenic tumor，and discuss diagnosis based on radio-
graphic and CT images．
In cases 1 and 2，mass lesions in the maxilla were suspected to be radicular cysts or a benign odonto-

genic tumor． On the other hand，a mass lesion in the maxilla was strongly suspected to be a benign
odontogenic tumor rather than a radicular cyst in case 3．
From these cases，the reason for the difficulty in differentiating between radicular cysts and benign

odontogenic tumors were as follows : first，the mass lesions in the maxilla had spread into the surrounding
tissue ; secondly，the mass lesion was located close to the apexes of the roots ; finally，resorption of the
root adjacent to the mass lesion had occurred in some cases． However，the marginal morphologic char-
acteristics of a mass lesion adjacent to a root may be helpful in differentiating between a radicular cyst and
a benign odontogenic tumor． Also，other imaging modalities such as magnetic resonance imaging and
cone-beam CT may be useful．
In conclusion，it is sometimes difficult to differentiate between a radicular cyst and a benign odonto-

genic tumor in the maxilla because maxillary radicular cysts show atypical findings，as shown in these
three cases． （The Shikwa Gakuho，１１０：３３９～３４６，２０１０）

坂本，他：良性歯原性腫瘍を疑った歯根嚢胞の３症例３４６
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